
ファミリー健康相談は、24時間、年中無休です。いつでもご利用ください。 
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 １１月の相談傾向  

＜眠りに関するご相談＞ 

昼間の時間が短くなる秋は、夏より睡眠時間が長くなるのは自然な事だと言われています。人間本来の体のリズム

に従ってしっかりと睡眠をとることが、秋を健やかに過ごす大事なポイントとなりますが、生活環境、持病、薬との兼

ね合いなどが影響し、良質な睡眠がとりづらく、ご相談される方が増えています。 

 

「睡眠薬を飲んでも、3 時間程の短時間で目が覚める。そのせいもあってか、日中に眠気が増してしまい、仕事中で

も休憩室で休むことがある。夜間、長時間熟睡することが出来るよう、何かよい対策はないかアドバイスが欲しい。」  

                                                      （40 代 男性） 

「80 歳の母親がベッドに横になって休んでいたが、しばらくして背骨が痛くなったようで、起き上がって辛そうにして

いる。どのようにしたら心地よく、長く睡眠をとることが出来るか、アドバイスが欲しい。」         （60 代 男性） 

精神科に通院中だが、長年内服している薬が効かなくなってきた。通院している病院が家から遠く、ましてや予約

制のため受診が難しい。以前、他の病院で出た別の睡眠薬が残っているが、他にも飲んでいる薬があるので、使っ

てよいか迷っている。どうしたらよいか」                                      （40 代 女性）                               

「１１ヵ月の娘だが、日中はよく動き回り、夜はぐずることもなく眠り、規則正しい生活出来ていると思ってい

る、ただ眠りがとても浅く 45 分位で目が覚め、夜中に何度も起きることが続いている。いつになれば朝ま

でぐっすり寝ることが出来るようになるのか。」                             （30 代 女性） 

 

＜耳・鼻・喉のご相談＞  

寒くなってくると風邪をひきやすくなり、それに伴う耳・鼻・喉の様々なトラブル、秋の雑草による花粉症のご相談等

が増えてきます。 

 

「突然耳の中で激痛が起きたので中耳炎かと思い、痛み止めの薬を飲んだ。先程なんと、耳からムカデがはい出し

て来た。まだ痛みが続いているので、今から直ぐに受診が必要だろうか。」                    （40代 男性） 

「息がしづらく、喉が腫れているように感じる。風邪も引いているが、今まで何度かフルーツでアレルギーを起こし、

エピペンも持っている。その時の症状に似ているようにも思うが、どうすればよいか。」              （20 代 女性）                                    

「6 歳の息子だが、朝から耳の下が腫れていて受診をしたところ、医師から「細菌が入ったかもしれない」と説明を受

けた。夜間になって、おたふく風邪の時のように腫れが増して痛がっている。痛みを楽にする方法について教えて

欲しい。」                                                              （30代 女性） 

「数日前から朝起きた時、「ガボッ、ガボッ」という音が耳の奥からする。3 ヵ月前、自転車に乗っていて交通事故にあ

い、頭を強く打ったのだが、今頃になってこのような症状が出る可能性もあるのか。」              （40 代 男性） 

「花粉症の持病があり、常に鼻が詰まっていて、匂いを全く感じない時もある。いつもの鼻詰まりなのか、まさかコロ

ナだったらと、不安でたまらない。こういった症状だけでも受診してよいのだろうか」            （50 代 女性） 

 

ファミリー健康相談では、ヘルスアドバイザーや顧問ドクターが症状をお聴きして、受診の必要性や対処方法など

についてアドバイスしています。 
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冬の季節は気温や湿度が下がり、空気も乾燥するため、ドライスキンになりやすく、かゆみを伴ったり、肌トラブルに

悩んでいる方が増える傾向が見受けられます。早めの予防や対策をすることにより、潤いのある肌を維持したいも

のです。 

乾燥対策として、入浴時に体を洗う際は、ぬるめのお湯でやさしく洗いましょう。湯の温度が熱過ぎたり、強く擦り過

ぎると必要な皮脂まで落としてしまい、乾燥の原因になります。石鹸を泡立て、優しくなでるように洗いましょう。お風

呂から上がったら水分が蒸発する前に、ボディクリームやローションなどで保湿するとよいでしょう。衣類や寝具など

肌に直接触れるものは、ポリエステルや化学繊維のような摩擦が生じやすい素材ではなく、シルクや綿素材など刺

激が少ないものを選びましょう。体の内側からも乾燥しない肌作りのために、肉、魚、卵、大豆製品などのたんぱく

質や、ビタミン A、C、E、ビオチンを含む食材を積極的に取りましょう。暖房時には加湿器などを併用し、部屋の湿度

を上げるようにしましょう。寝不足や喫煙は肌荒れの原因となるので極力避け、適度な運動や規則正しい生活を心

がけてください。酷くなる場合は、早めに皮膚科を受診してください。 

 
◆子どもの歯が抜けた 

3 歳の子どもが、転んだ拍子に口元を打ち、口の中か

ら出血している。よく見たら前歯が 1 本抜け落ちてい

た。痛がって泣いているが、どうしたらよいか。 

（30 代 女性） 

 

まずは、傷口を清潔なガーゼ、脱脂綿などで押さえて

ください。歯茎が裂けていても圧迫することにより、大

抵は止血出来ます。口をゆすぐと、固まった血液が溶

けて止まりづらくなるので、水を含ませることはせず、

止血を優先してください。小さなお子様は、まだ歯が

埋まっている歯槽骨が未熟なため、折れずに抜け落ち

ることがよくあります。脱落した歯の状態が良ければ元

に戻すことが可能です。歯の根っこには、「歯根膜」と

いう歯の周りの骨を誘導し歯と骨とを繋げる役目をす

る、柔らかい膜があります。歯の再接着には、この膜を

乾燥させない、傷つけないことがとても重要になりま

す。水道水で洗うと浸透圧の関係で壊れてしまうので、

そのまま膜を触らないように歯の先端の部分を持って

牛乳に漬け、出来るだけ早く歯科を受診して下さい。

牛乳は比較的、体液の浸透圧に近く、この膜を守ること

が出来ます。また薬局には、「歯牙保存液」という専用

液が売られています。24 時間程、歯根膜を生きた状態

に保つことが出来ます。手に入るようであれば、利用

するのもよいかもしれません。 

 

◆ワクチンの副反応について 

昨日の午後、インフルエンザの予防接種を受け、

当日の夜から38℃の熱を出している。今朝、接種

した病院に連絡したが、副反応とも考えらえるの

で 2～3日様子をみるように言われた。そうではな

く、予防接種によって本当にインフルエンザにか

かってしまうこともあるのか。  （30代 女性） 

 

日本のインフルエンザワクチンは、「不活化ワクチ

ン」といって病原性がないタイプです。病原体と

なるウイルスの毒性をなくして作られているの

で、ウイルスそのものは体内で増殖しません。従

ってワクチンを受けたことで、インフルエンザに

感染する可能性はありません。半面、効力が弱い

分、1回接種しただけでは必要な免疫を獲得・維持

できないため、数回の接種が必要になります。予

防接種数日後にインフルエンザに罹ったとして

も、ワクチン自体が原因ではなく、人から感染し

たウイルスによるものです。インフルエンザ予防

接種に比較的多くみられる副反応には、10～20％

の人に接種した場所の赤み、腫れ、痛み等が起こ

ります。全身性の反応としては、5～10％の人に発

熱、頭痛、寒気、だるさなどがみられます。いず

れも通常は2～3日で軽快しますが、長引いたり、

酷くなる場合には医療機関を受診してください。 

           ヘ ル ス ア ド 

 

バ イ ザ ー か ら 冬 の 乾 燥 肌  
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― Ｗ ｅ ｂ 相 談 ― 

◆繰り返す耳下腺炎 
子供の頃、おたふく風邪にかかったことは母親に確

認済みだが、月に 2〜3 回、頬から耳の下両側がぷ

っくりと腫れ、熱も 37.4℃位出て、身体がだるく仕事

に行くのも辛い。耳鼻咽喉科にも受診したが、耳下

腺炎で悪性の可能性はないため様子をみるしかな

い、と言われた。症状が出る度に、解熱剤、抗生物

質、トランサミンを内服しているが、酷い時には数日

経っても腫れや微熱が引かず、途方に暮れている。

予防に何かよい対策があれば、是非教えて欲しい。  

                  （40 代 女性） 

 

文面の内容から、反復性耳下腺炎ではないかと推測

します。この病気は年に複数回、耳下腺が腫脹し微

熱を生じるもので、対症療法が主体となります。虫歯

や口腔内の細菌、アレルギーが関与していたり、スト

レスや過労による自律神経の乱れが原因のこともあり

ます。悪性ではないと言われたとはいえ、これほど

度々症状が出るのはさぞかしお辛いことと察します。 

確実な予防は中々難しいですが、体力が低下する

と、口腔内の雑菌が耳下腺に逆流し、炎症を起こす

といわれているので、虫歯があれば治療をし、口腔

内を清潔にするよう心がけてください。また、唾液の

停滞も影響するので、ガムを噛んだり、耳下腺のマッ

サージもよいと考えます。 

◆心房細動 
今年 8 月、 心房細動による心原性脳梗塞を起こした

が、幸い麻痺もなく軽い梗塞で済んだ。現在自覚症状は

ないが、一週間の入院中、心電図には時々不整脈が表

れていたと聞いている。この病気が再発した場合、重篤

になることが多いと聞いているのでとても心配している。

出来る治療は何でも受けたいと思っているが、広く知ら

れているカテーテルアブレーション治療について、主治

医から提案がないのを疑問に思っている。年齢なのか、

まずは薬の治療が一般的なのか、考えられる理由が知り

たい。                              （80 代 男性） 

 

アブレーションは侵襲的な手術となるため、高齢（70 代

～80歳以上）になるほど合併症（死亡、出血、房室ブロッ

ク、心タンポナーデ・血管・神経の損傷、気胸、脳梗塞、

血栓塞栓症、肺塞栓症、コレステロール塞栓）などのリス

クが高まるとされています。従って循環器専門医の判断

により、アブレーションでの根治でなく、上手く付き合っ

ていく方針が選ばれることもあります。 

また、発作性心房細動から持続性心房細動（1 週間以上

続く）、長期持続性心房細動（１年以上続く）へと進行す

ると治りづらくなり、複数回施行する必要性が生じ、その

度に合併症のリスクも高まります。病状に対するメリット、

デメリットも含め、主治医からよく説明を受けてください。 

 

 

                                    

◆耳下腺痛 
昨夜から右耳付け根から下にかけて強い痛みとしこりのような物が触れる。夜間は 38．9℃の発熱が出たが、朝に

は 37℃に下がった。顎を動かすと特に強い痛みを感じる。原因は歯か耳か、とにかくこれまでに経験のない程の痛

みで困っている。虫歯や知覚過敏もあるが、歯が原因ではないような気もする。どう対処したらよいだろうか。  

                        （オーストラリア 30 代 女性） 

 

一般的に耳の付け根の痛みは、歯が原因の場合と、耳下腺と呼ばれる耳の下辺りにある唾液を作る臓器の炎症

の可能性が高く、腫れを伴う場合には細菌性の耳下腺炎やウイルス性のおたふく風邪などを疑います。典型的な

症状としては、腫れや圧痛、顎を開口する際の痛み、発熱等です。まずは冷やして様子をみてください。 

耳下腺炎以外にも、他の炎症や腫瘍の可能性など、紛らわしい病気が幾つかあるため、医療機関の受診が必要で

す。オーストラリアの医療制度は、日本のように症状に合わせて専門の診療科（内科や耳鼻科など）で診察を受ける

のではなく､どのような症状でもまず GP（General Practitioner：一般開業医）に受診となります。内科､外科は勿論のこ

と、心療内科に至るまで、幅広い診療を受けることが可能ですので、あらゆる角度から診察をしていただけると思い

ます。

海外からの入電 
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顧  問  医  か  ら  の  ア  ド  バ  イ  ス  

＜脳神経内科＞ 

■頭痛について 

半年程前から頭痛に悩まされている。ネットで調

べ、片頭痛の症状に近いような気がするが、視

界の違和感や吐き気はない。日差しの強い夏

場が多かったが、曇りの日でも起きることがある。

心臓の鼓動に合わせてズキズキと痛み、動いて

心拍数が上がると更に痛くなるように思う。頻度

は月 1 回程で、バファリンを飲むとほとんどは治

まるが、１日中治らないこともある。病気の可能

性も含め、どのような原因が考えられるかを教え

て欲しい。              （20 代 男性) 

 

市販薬で症状が治まっているので、仮に片頭痛

だとしても、軽症である可能性が高いと思いま

す。片頭痛の場合、症状には個人差があり、閃

輝暗点などの前兆の有無だけでは判断できず、

別の疾 患である可 能 性 も考えられます。頭 痛

は、国際頭痛学会による「国際頭痛分類」という

ものがあり、原因も多岐に渡ります。 

例えば、片頭痛はもちろん、緊張型頭痛、群発

頭痛、三叉神経・自律神経性頭痛、各種外傷

による頭痛、脳腫瘍、脳膿瘍、感染症による頭

痛、有痛性脳神経ニューロパチー、精神疾患に

よる頭痛、その他様々です。それぞれ今後の経

過や対処法が異なります。まずは脳神経内科な

ど、専門医の診察を受けることをお勧めします。 

＜内科＞ 

■健康診断について 
健診の結果、過去 3 年間は概ね基準値内だっ

た尿酸値が、今回 8.2mg/dl に上がり、再検査

となった。健康を意識し日々ハードな筋トレを行

い、プロテインも摂取し、週 2 回程 10km のジョ

ギングを生活に取り入れている。酒やビールは

全く飲まない。健康診断当日の朝もジョギングを

こなし、前日から水を飲まずに健康診断に臨ん

だが、それが尿酸値の高かった原因と考えられ

るか。                  (30 代 男性) 

 

尿酸値は、発汗や水分摂取不足など、体内の

水分量が減少することでその濃度が上昇し、数

値が上がりやすくなります。放置すれば尿酸が

結晶となり、足の親指の付け根などに蓄積し激

痛を伴う、いわゆる「痛風発作」を引き起こしま

す。尿酸自体が腎臓などの臓器を痛める原因

にもなり、更に脂質異常症や高血圧などの生活

習慣病を併発しやすくなります。 

今回、激しい運動と、水分摂取が少ない状態で

検査を受けているので、影響があった可能性は

否定できません。尿酸の元となるプリン体は様々

な食品に含まれており、ビールなどのアルコール

を一切飲まない方でも数値が上がることがありま

す。一時的な脱水状態の影響によるものか否か

の確認の為、再検査を受けていただくことをお

勧めします。 

 

        ◆「チェ・ゲバラ」について 

チェ・ゲバラといえばキューバ革命で有名だが、ブエノスアイレス大学で医学を学んだ医師であり、メキ

シコシティでキューバから亡命してきたカストロと出会い、キューバ解放の考えに同調し、軍医としてキ

ューバ解放の戦いに参加した。幼少期から気管支喘息を持病とし、アレルギー性疾患について論文

を書き博士号をとった。生涯、重い喘息発作に悩まされたが、ゲリラ戦を繰り返している中でモンテクリ

ストの葉巻を愛用するようになる。喫煙は気管支喘息の病状コントロールに対して悪影響を及ぼすが、

葉巻は、その煙によってゲリラ戦戦場での蚊やアブなどの害虫から身を守る（マラリアなどから身を守る）

役目もあったためとされる。 

1960 年の講演では、「医師や医療従事者は自らの専門性や技術・知識を人民と革命のために役立

てること」という言葉を残した。医療革命と経済革命により社会主義国となったキューバには、各家庭を

担当するファミリードクターいわゆる「かかりつけ医」が存在し、日々の健康管理を行っている。 

今回は難しい学術的な内容ではなく、歴史上の一つのエピソードに焦点を当てました。参考になれば

幸いです。 


